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１２月７日（水）

１１月２日（水）四日市市文化会館にて、平成２８年度四日市市社会福祉大会が

開催され、地域福祉活動にご尽力された功績により、二名と一団体が表彰されました。

１１月４日（金）四日市市

文化会館にて平成２８年度

四日市市自治会長大会が

開催され、一名の方が表彰

されました。



　　　　　

日 時：１２⽉８⽇（⽊）１０：００〜１３：００

場 所：⼩⼭⽥地区市⺠センター ２階 実習室

講 師：ヘルスメイト

定 員：１２名

材料費：５００円

持ち物：米0.5合・エプロン・三角巾・ふきん・台ふき

※欠席の場合は1２/５(月）までにご連絡ください。

四日市市食生活改善推進協議会

『『『『おせちおせちおせちおせち』』』』
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お楽しみに♪

お楽しみに♪お楽しみに♪

お楽しみに♪

①①①①

日 時 ： １２月９日（金） １０：００～

場 所 ：小山田地区市民センター ２階実習室

講 師 ：花村 明日香さん （飾り巻き寿司インストラクター）

定 員 ： １５名 （定員になり次第、締め切らせていただきます）

材料費： １，０００円

持ち物 ：エプロン・三角巾・各自のお茶・持ち帰り容器・筆記用具

日 時：１２月１４日（水）１３：３０～１５：３０

場 所：小山田地区市民センター ２階大会議室

講 師：ＮＰＯ法人 花里 副理事長 伊藤 千里さん

定 員：２５名（定員になり次第締め切らせていただきます）

材料費：２，０００円 ただし鉢を持参の方は１，５００円

持ち物：エプロン・新聞紙

鉢持参の方は、直径２１㎝・深さ１５㎝に

近い鉢をご準備下さい。

上記 ①～③ の申込み・問合せ

可愛いミニサンタを
一緒につくりましょう♪

小山田地区市民センター窓口または電話にてお申し込みください。

小山田地区市民センター ＴＥＬ：３２８－１００１
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学童保育所の指導員になって放課後の子どもたちと楽しく過ごしてみませんか。

２０歳以上６５歳くらいまでで、子どもが好きな人であれば、どなたでも指導員として働くことができ

ます。障害のある子どもの対応ができる人（保育士等の有資格者）や、特定の働き方を希望する人

（週に１日だけ、夏休みだけ、ボランティアなど）も募集しています。

注：各学童保育所での雇用となります。また、勤務条件はそれぞれ異なります。

また、四日市市では学童保育所の指導員登録制度を行っており、下記の要領で指導員登録説

明会を開催いたします。登録を行うと、指導員を募集する学童保育所の紹介を市から受けることが

できます。

年度ごとの登録になりますので、平成２７年度に登録をされた人も改めて登録をしてください。

◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇指導員登録説明会◇◇◇◇

日時：

日時：日時：

日時：１２月３日（土）１８：００から 場所：

場所：場所：

場所：総合会館 ７階 第１研修室

申込み・問合せ：

申込み・問合せ：申込み・問合せ：

申込み・問合せ：１２月１日（木）までに、住所、名前、電話番号、（あればＦＡＸ、Ｅメール

アドレス）を、電話かＦＡＸまたはＥメールで、こども未来課に申し込ん

で下さい。

ＴＥＬ：３５４－８０６９ ＦＡＸ：３５４－８０６１

Ｅメール： kodomomirai@city.yokkaichi.mie.jp

市内の学童保育所の指導員を募集しています

１１月６日（日）第３５回小山田地区文化祭が開催され、模擬店や作品の展示が行われました。

また、小山田鼓笛隊の演奏や小山田消防団による消防車の展示、グラウンドゴルフ大会もあり、

たくさんの方で賑わいました。

駅伝競走では、各町代表の選手が一生懸命に走り、たすきをつないでいました。

第３２回第３２回第３２回第３２回 小山田地区内一周小山田地区内一周小山田地区内一周小山田地区内一周

駅伝駅伝駅伝駅伝競走大会競走大会競走大会競走大会のののの結果です結果です結果です結果です

優優優優 勝勝勝勝 和和和和無無無無田田田田町町町町

準優勝準優勝準優勝準優勝 山山山山 田田田田 町町町町

３３３３ 位位位位 鹿鹿鹿鹿 間間間間 町町町町

文 化 祭 れ行が わ ま し た

グラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果ですグラウンドゴルフ大会の結果です

優優優優 勝勝勝勝 寺本寺本寺本寺本 アサオさんアサオさんアサオさんアサオさん （堂ケ山町）

（堂ケ山町）（堂ケ山町）

（堂ケ山町）

準優勝準優勝準優勝準優勝 平山平山平山平山 スマ子さんスマ子さんスマ子さんスマ子さん （堂ケ山町）

（堂ケ山町）（堂ケ山町）

（堂ケ山町）

３３３３ 位位位位 並木並木並木並木 勝巳さん勝巳さん勝巳さん勝巳さん （鹿間町）

（鹿間町）（鹿間町）

（鹿間町）
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「通院するのも大変になってきたけどどうしたらいいの？」「病気を抱えてもできるだけ自宅で療養したい

けどどうしらたいいの？」「自宅でどのような医療を受けることができるの？」などの不安、疑問にお答えする

ため在宅医療ガイドブックを作成しました。今回は、そのガイブックに関連した講演会を開催します。

ぜひ、この機会にお越しいただき、「あなた」あるいは「あなたの家族」がもし病気を抱え療養が必要になっ

た時、『在宅医療』が選択肢のひとつとなるよう、一緒に考えてみませんか。

日 時：１２月１８日（日） １３：３０～１５：００（開場１３：００）

場 所：文化会館 第３ホール

内 容：基調講演：「在宅での療養生活を支えます」 講師：四日市医師会 伊藤 毅さん

パネルディスカッション：『在宅療養の実際』

コーディネーター：畑中 純子さん（四日市看護医療大学）

パネリスト：伊藤 毅さん（四日市医師会）、加藤 卓也さん（四日市歯科医師会）、

木村 直登さん（四日市薬剤師会）、髙井 俊夫さん（市民代表）

料 金：無料

問合せ：健康福祉課 ＴＥＬ：３５４－８２８１ ＦＡＸ：３５９－０２８８

本市では、ご自身の住民票・戸籍の証明などが第三者に交付された場合に、交付があったことを本人に

通知する本人通知制度（登録期間は３年間）を実施しています。登録期間終了後も引き続き登録を希望さ

れる人は、更新の申込みが必要です。

更新の申込みには次のものをお持ちください。

①四日市市本人通知制度事前登録（新規・更新）申込書

②本人確認書類（運転免許証、パスポート、健康保険証、年金手帳等）

③四日市市本人通知制度 登録期間満了通知書（満了日の近い人に郵送します。）

★登録満了日の１ヶ月前から更新の申込みができます。

★更新については、市民課（市役所１階）のほか、地区市民センター（中部地区を除く）、市民窓口サービス

センターでも申込みができます（新規登録の手続きは市民課のみ扱っています）。

登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は、廃止となる場合がありますので、ご注意ください。

登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は、廃止となる場合がありますので、ご注意ください。登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は、廃止となる場合がありますので、ご注意ください。

登録満了日を経過し、かつ更新のお申込みがない場合は、廃止となる場合がありますので、ご注意ください。

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

★マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★

★マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★★マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★

★マイナンバーカード（申請した人）の受け取りについて★

マイナンバーカードを申請した人で、まだお受け取りいた

だいていない場合には、市民課までご連絡ください。

★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★

★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★

★マイナンバーカードを紛失した場合の手続きについて★

紛失した場合には、直ちに警察まで届け出をしてください。

あわせて、マイナンバーカードコールセンターに連絡し、

カード機能の一時停止の手続きを行ってください。

なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので、市民課へもご連絡ください。

なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので、市民課へもご連絡ください。なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので、市民課へもご連絡ください。

なお、カード機能の一時停止後は、紛失届が必要になりますので、市民課へもご連絡ください。

問合せ：市民課 ＴＥＬ：３５４－８１５２ ＦＡＸ：３５９－０２８２

マイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカードマイナンバーカード

コールセンターコールセンターコールセンターコールセンター

０１２０－９５－０１７８（無料）０１２０－９５－０１７８（無料）０１２０－９５－０１７８（無料）０１２０－９５－０１７８（無料）

０１２０－６０１－７８５（ＦＡＸ）０１２０－６０１－７８５（ＦＡＸ）０１２０－６０１－７８５（ＦＡＸ）０１２０－６０１－７８５（ＦＡＸ）


